
でんさいネット
かんたん操作マニュアル

２０２２年７月
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あら、
かんたんね！
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はじめに
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「いよぎんでんさいネット」には「担当者」と「管理者」２つのＩＤがあります。
当初はそれぞれ１つずつ発行されています。
追加が必要な場合はお取引店までお申し出ください。

担当者

各種債権記録請求の事務を行う

（例）発生記録請求

譲渡記録請求

でんさい割引申込

管理者

担当者が作成したものを承認する

（例）発生記録請求承認

譲渡記録請求承認

でんさい割引申込承認

・各種照会業務は、担当者・管理者どちらのＩＤでも行うことができます。
・１人の利用者に担当者・管理者両方のＩＤを付与することも可能です。



１．ログオン
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１-（１）「いよぎんインターネットＥＢ」から
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「いよぎんインターネットＥＢ」をご契約のお客さまは、メニューの中から「でんさい
ネット」をご利用いただけます。

メニューバーから「でんさいその他＞でんさいネット」を選択
することにより、「でんさいネット」に移動することができます。

【ご確認ください】
でんさいの契約をしていますが「でんさい・その他」メニューが表示されていません

→ でんさいＩＤとインターネットＥＢのＩＤ連携が完了していない可能性があります。
インターネットＥＢ管理者ＩＤでログオンのうえ、「利用者情報の登録/変更」から
設定をおこなってください。



１-（１）「いよぎんインターネットＥＢ」から
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「いよぎんインターネットＥＢ」の１つの利用者ＩＤに対して、管理者・担当者ＩＤの両
方を兼務している際には、以下のような選択画面が表示されます。
利用中の管理者／担当者間の切り替えには、一度でんさいの画面をログオフし、
再度「いよぎんインターネットＥＢ」のログオンから始めてください。
※兼務用のＩＤを作ることもできます。詳しくはお取引店までご相談ください。

今回操作したい権限にチェックして
選択を押下



１-（２）伊予銀行のホームページから
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「いよぎんインターネットＥＢ」をご契約でないお客さまは、当行ホームページから
ログオンできます。



１-（２）伊予銀行のホームページから
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「でんさい利用者番号」「ＩＤ」「パスワード」を入力し、ログオンしてください。
●でんさい管理者ログオン画面

●でんさい担当者ログオン画面
管理者ログオン画面と
担当者ログオン画面を
お間違いないようご確認
ください。



２．発生
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２-（１）発生記録請求（債務者請求方式）
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債権記録業務メニュー

記録請求メニュー内

発生記録請求

⇒債務者として請求を選択

「でんさい」を振り出すことを「発生」といいます。
ここでは、よく利用される「債務者請求方式」についてご説明します。
「債務者請求方式」とは、債務者（支払企業）が受取人（債権者）に対して
「でんさい」を発生させる方式です。

（１）担当者画面



債権金額、支払期日、電子
記録年月日（振出＝発生日）
を入力

（２）担当者入力

２-（１）発生記録請求（債務者請求方式）
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支払相手のでんさい利用者番号、
受取口座情報を直接入力

もしくは事前登録請求先一覧か
ら選択

⇒事前登録方法は１９ページへ



内容を確認し、「承認依頼」ボタンを押下

（３）担当者入力⇒承認依頼
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２-（１）発生記録請求（債務者請求方式）



（４）承認依頼完了
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２-（１）発生記録請求（債務者請求方式）
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２-（１）発生記録請求（債務者請求方式）

（５）管理者画面

債権記録業務メニュー

⇒未承認一覧を選択

承認する債権の請求内容をクリック



（６）管理者入力⇒承認

内容を確認し、
「この内容で債権発行申込」
ボタンを押下
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２-（１）発生記録請求（債務者請求方式）



（７）管理者入力⇒完了

「債権の発行が完了しました。」

これで発生記録請求手続き完了です。
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２-（１）発生記録請求（債務者請求方式）
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２-（２）承認待ちの「でんさい」の確認

承認待ちの「でんさい」がある場合は、トップ画面に件数が表示されます。
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２-（３）発生記録請求債権の確認

取引の履歴は「照会業務」内の「取引履歴」から確認できます。

検索したい条件を入力

取引日時を押下することにより、記録請求
の内容が表示される
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請求先の事前登録を使うことによって、発生記録請求画面での請求先入力が
不要となります。
発生記録請求を行った際に、請求先登録に追加することもできます。

債権記録業務メニュー

請求先事前登録・削除を選択

２-（４）請求先事前登録・削除
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２-（４）請求先事前登録・削除

請求先一覧にはこれまで登録した先が一覧表示されています。
画面上の案内に沿って、請求先追加・削除を行ってください。



３．受け取った「でんさい」の確認方法
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３-（１）通知

22

お取引の相手方が「でんさい」を発生させた場合は、Ｅメールで通知されます。
メニュー上では、「照会業務」から確認できます。

照会業務メニュー

通知情報照会メニュー内

⇒通知情報照会を選択



３-（１）通知
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通知日時を押すと、通知情報照会画面に移ります。



３-（１）通知
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印刷はこちらから



３-（２）保有債権の確認
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現在保有する債権をすべて確認するには「記録事項開示請求」を行います。
受取債権については、期日に自動的に口座へと入金になります。



４．譲渡
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４-（１）譲渡
手形の裏書譲渡と同様に、保有する「でんさい」を第三者に「譲渡」することで支
払に充てることができます。

債権記録業務メニュー

記録請求メニュー内

⇒譲渡記録請求を選択

（１）担当者画面
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４-（１）譲渡

（２）担当者 譲渡債権検索
検索方式

記録番号：記録番号入力

記録番号以外：下のいずれかを選択
のうえ、以下必要事項を入力

検索結果が表示されるので、譲渡する
債権の記録番号を押下
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４-（１）譲渡

（３）担当者入力

譲受人（譲渡する相手先）の
でんさい利用者番号、口座情報を入力

譲渡債権の内容を確認

電子記録年月日（＝譲渡日）

保証付与の有無（基本は「あり」）
を入力
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４-（１）譲渡

（４）担当者入力⇒承認依頼

内容を確認し、「承認依頼」ボタンを押下
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４-（１）譲渡

（５）承認依頼完了
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４-（１）譲渡

（６）管理者画面

承認する債権の請求内容をクリック

債権記録業務メニュー

⇒未承認一覧を選択
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４-（１）譲渡

（７）管理者入力⇒承認

内容を確認し、
「この内容で債権譲渡申込」
ボタンを押下
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４-（１）譲渡

（８）管理者承認完了

「債権の譲渡が完了しました。」

これで譲渡記録請求手続き完了です。
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４-（２）分割譲渡
「でんさい」は必要な金額だけ分割することができます。分割した「でんさい」は必
ず譲渡しなければなりません。

債権記録業務メニュー

記録請求メニュー内

⇒分割譲渡記録請求を選択

（１）担当者画面
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４-（２）分割譲渡

（２）担当者 譲渡債権検索

検索結果が表示されるので、譲渡する
債権の記録番号を押下

検索方式

記録番号：記録番号入力

記録番号以外：下のいずれかを選択
のうえ、以下必要事項を入力
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４-（２）分割譲渡

（３）担当者入力

譲受人（譲渡する相手先）の
でんさい利用者番号、口座情報を入力

譲渡債権の内容を確認

分割債権金額（＝分割し、譲渡する
金額）

保証付与の有無（基本は「あり」）

電子記録年月日（＝譲渡日）を入力
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４-（２）分割譲渡

（４）担当者入力⇒承認依頼

内容を確認し、「承認依頼」ボタンを押下
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４-（２）分割譲渡

（５）承認依頼完了
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４-（２）分割譲渡

（６）管理者画面

承認する債権の請求内容をクリック

債権記録業務メニュー

⇒未承認一覧を選択
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４-（２）分割譲渡

（７）管理者入力⇒承認

内容を確認し、
「この内容で分割譲渡申込」
ボタンを押下
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４-（２）分割譲渡

（８）管理者承認完了

「債権の分割譲渡が完了しました。」

これで分割譲渡記録請求手続き完了です。



５．でんさい割引
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５ でんさい割引

（注）でんさい割引を行うには、事前に契約書の締結が必要です。
詳しくはお取引店へお問い合わせください。
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（１）担当者画面

債権融資業務メニュー

⇒でんさい割引申込を選択



５ でんさい割引
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（２）担当者 債権検索

検索方式

記録番号：記録番号入力

債権情報：金額や期日で絞り込み可

検索結果が表示されるため、

割引を行う債権のチェックボック
スにチェック→選択
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（３）担当者入力

割引債権が１件の場合は、
割引債権金額に、割引を行う金額
を入力することで、分割も同時に
行うことができます

割引希望日を入力

５ でんさい割引
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（４）担当者入力⇒承認依頼

内容を確認し、「承認依頼」ボタンを押下

５ でんさい割引



５ でんさい割引
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（５）承認依頼完了

承認依頼内容と同一の
「でんさい割引（買取）申込書」
が自動作成されますので、印刷の上、
取引店宛にご提出願います。
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（６）管理者画面

承認する債権の請求内容をクリック

債権記録業務メニュー

⇒未承認一覧を選択

５ でんさい割引
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（７）管理者画面

内容を確認し、
「この内容ででんさい割引申込」
ボタンを押下

５ でんさい割引
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（８）管理者画面

「でんさい割引申込が完了しました。」

これで「でんさいネット」上での手続きは完了です。

５ でんさい割引

（５）承認依頼完了の画面で「でんさい割引（買取）
申込書」を印刷されていない場合は、この画面で
印刷ください。



６．参考
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「でんさい」承認時にエラーが出る、
もしくは「でんさい」が受け取れないとき
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６ 参考「でんさい」承認時にエラー、「でんさい」が受け取れない
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「指定許可機能」とは・・・
受取側が「でんさい」で取引をする相手を限定する機能です。「指定許可機能」を利用している場合、あらかじめ「指定許可登録」をしている先
からでないと「でんさい」を受け取ることができません。
受取側で「指定許可登録」がされていない場合、「でんさい」を発生させた支払側では「承認エラー」となります。

「でんさい」承認時にエラーが発生する、もしくは「でんさい」が受け取れない場合、
受取側の企業で「指定許可機能」を利用している可能性があります。

有限会社××工業

承認エラー

有限会社△△商店

株式会社○○商事
「債権の発行が完了しました。」

（指定許可登録あり）

（指定許可登録なし）

支払側企業さま・・・発生記録請求の承認時にエラーとなる場合
⇒受取側企業に「指定許可機能」を利用していないか確認ください

受取側企業さま・・・支払側企業から「でんさい」で支払いができないと連絡があった場合
⇒「指定許可機能」利用の有無を確認し、利用している場合はその支
払側企業が「指定許可先」に登録されているか確認ください



６ 参考「でんさい」承認時にエラー、「でんさい」が受け取れない
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債権記録業務メニュー

「指定許可登録・変更」を

選択ください。

「指定許可登録」の設定方法

（１）担当者画面



６ 参考「でんさい」承認時にエラー、「でんさい」が受け取れない
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（２）担当者画面

「でんさい利用者番号」「決済口座情報」を入力し、

「業務区分」には許可する業務をチェックします。

※「でんさい」を受け取る場合

「発生記録（債務者請求方式）」と「譲渡記録」に
チェックを入れます。

「指定許可登録」
をしている先が
表示されます。



６ 参考「でんさい」承認時にエラー、「でんさい」が受け取れない
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（３）担当者画面

指定許可の登録が完了しました。

これで指定許可先登録は完了です。
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お問い合わせ先

「いよぎんでんさいネット」
「いよぎんインターネットＥＢ」操作方法のご案内

０１２０－８６－１７１４
（受付時間／銀行営業日9：00～17：00）

※サービス内容やお申込み方法については、お取引店にお問い合わせください。


